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日 本企業のＩＴマネジメントに関する考察を発表

ガートナー ジャパン

〜ＩＴ部門は「シャドーIT」を把握し、事業部門のサポートに重点を置くべき〜

ガートナー ジャパンは、日本企業の IT マネジメントに関する考察を発表した。
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ターの片山博之氏は、「今回の結果
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独自に導入した IT も IT 部門で集中
管理を進めていこうと考えているこ
とが明らかとなりました。これは、

IT専門組織を設け、全てのプロセスをそこで集中管理する。IT専門組織からの派遣で
人材を各事業部門に送り込む場合も集権型に含まれる。メリットは、企業全体のITコス
トの最適化とリスクの最小化を、主導権を持って比較的容易に実現できることである。

日本企業においてシャドー IT を野

②分散型
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中央の IT 管理を担う人材や部門（親会社や持ち株会社に設置）は財務部門内の IT
担当のみで、基本は各事業部門に、予算の獲得から企画、開発、運用の全てを任せる。
このタイプは、成長過程にある企業や大きな収益を生み出している企業に多く見ら
れ、企業全体の IT コストの最適化よりも、設備投資と同じ位置付けで事業への貢献
度を優先する。

③連邦型

集権型と分散型の中間の形態。各事業部門に共通の機能（インフラやアプリケーショ
ン）の企画・開発・運用を行うが、事業部門の個別機能に関しては中央の IT 部門
では管理せず、各事業部門に委ねる。
「IT コスト最適化」と、
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ド」のバランスを取った形態である。
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IT 部門がすべての IT 予算を集中管理している

事業部門が独自に管理する IT 予算もあるが、IT 部門が集中管理する方向
各事業部門が個別に IT 予算を編成・管理している
事業部門が独自に管理する IT 予算を増やす方向

集権型を選んだ企業

連邦型または分散型を選んだ企業
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出典：ガートナー／調査：2015 年 5 月
（従業員数 1,000 人以上の企業を対象）

図 1 「集約型」企業と「連邦型または分散型」企業のＩＴ予算管理体制
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調査手法
2015 年 5 月にガートナーが従業員
数 1,000 人以上の国内の企業に実施し
た本調査は、ユーザー企業の IT 部門の
マネージャーを対象にしたもの。対象
企業の業種は全般にわたり、有効回答
企業数は 188 件だった。

●お問い合せ先●
ガートナー ジャパン株式会社
広報室
TEL：03-6430-1888
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